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北海道 札幌市 南区 澄川小学校 20200326
北海道 札幌市 清田区 平岡中央小学校 20200325
北海道 札幌市 清田区 平岡中央小学校 20200324
北海道 函館市 三育学院　函館三育小学校 20200324
北海道 小樽市 朝里小学校 20200326
北海道 旭川市 永山南小学校 20200323
北海道 帯広市 帯広第二中学校 20200323
北海道 北見市 温根湯小学校 20200324
北海道 苫小牧市 日新小学校 20200327
北海道 稚内市 潮見が丘小学校 20200326
青森県 八戸市 豊崎小学校 20200327
青森県 八戸市 三条小学校 20200326
青森県 むつ市 田名部中学校 20200325
青森県 むつ市 田名部中学校 20200323
青森県 平川市 碇ケ関小学校 20200323
岩手県 盛岡市 城南小学校 20200326
岩手県 大船渡市 大船渡中学校 20200323
岩手県 北上市 江釣子小学校 20200327
岩手県 一関市 滝沢小学校 20200323
岩手県 陸前高田市 高田第一中学校 20200325
岩手県 陸前高田市 ＮＰＯ法人きらりんきっず 20200323
岩手県 奥州市 東水沢中学校 20200323
宮城県 仙台市 青葉区 青葉保育園 20200326
宮城県 仙台市 泉区 仙台白百合学園小学校 20200326
宮城県 石巻市 渡波小学校 20200327
宮城県 石巻市 開北小学校 20200326
宮城県 気仙沼市 大谷小学校 20200323
宮城県 白石市 白石第一小学校 20200323
宮城県 多賀城市 桜木花園幼稚園 20200326
宮城県 多賀城市 東豊中学校 20200323
宮城県 東松島市 矢本第二中学校 20200327
宮城県 富谷市 鷹乃杜幼稚園 20200323
宮城県 富谷市 明石台小学校 20200324
秋田県 秋田市 秋田県立秋田きらり支援学校 20200327
秋田県 能代市 秋田県立能代支援学校 20200323
秋田県 大館市 南小学校 20200323
秋田県 大館市 秋田県立比内支援学校 20200323
秋田県 大館市 東中学校 20200326
山形県 酒田市 若草幼稚園 20200325
山形県 長井市 長井小学校 20200325
山形県 東田川郡 庄内町 余目第二小学校 20200327
福島県 福島市 野田小学校 20200323
福島県 福島市 佐原小学校 20200323
福島県 郡山市 行健小学校 20200325
福島県 いわき市 勿来第一小学校 20200325
福島県 いわき市 錦東小学校 20200323
福島県 いわき市 鹿島小学校 20200326
福島県 いわき市 泉北小学校 20200326
福島県 喜多方市 喜多方市立第二小学校 20200327
福島県 相馬市 中村第一小学校 20200323
福島県 南相馬市 鹿島小学校 20200327
福島県 河沼郡 会津坂下町 坂下南小学校 20200324
福島県 西白河郡 中島村 中島幼稚園 20200323
福島県 西白河郡 中島村 中島幼稚園 20200323
茨城県 水戸市 吉田小学校 20200324
茨城県 水戸市 吉田小学校 20200324
茨城県 土浦市 右籾小学校 20200326
茨城県 結城市 玉岡尭舜認定こども園 20200323



　　　　　　　　【都道府県】　【市・郡】　　　　 【区町村】　 　　【参加団体】　　　　　　　　　　　　　　 　 【受付日】

茨城県 下妻市 認定こども園　ふたば文化 20200323
茨城県 つくば市 豊里中学校 20200326
茨城県 鹿嶋市 鹿島小学校 20200324
茨城県 守谷市 黒内小学校 20200325
茨城県 常陸大宮市 大宮小学校 20200326
茨城県 那珂市 額田小学校 20200323

茨城県 つくばみらい市
幼保連携認定こども園
ルンビニー学園

20200323

茨城県 つくばみらい市 板橋小学校 20200327
茨城県 小美玉市 小川南中学校 20200324
茨城県 稲敷郡 阿見町 あさひ小学校 20200326
茨城県 猿島郡 境町 森戸小学校 20200327
栃木県 宇都宮市 さくらんぼ幼稚園 20200327
栃木県 足利市 梁田小学校 20200324
栃木県 栃木市 都賀中学校 20200324
栃木県 小山市 小山城東小学校 20200324
栃木県 真岡市 真岡中学校 20200325
栃木県 那須塩原市 豊浦小学校 20200326
栃木県 那須烏山市 栃木県立南那須特別支援学校 20200327
栃木県 下野市 栃木県立国分寺特別支援学校 20200324
栃木県 塩谷郡 高根沢町 高根沢町立西小学校 20200326
群馬県 前橋市 大胡東小学校 20200326
群馬県 高崎市 堤ヶ岡幼稚園 20200323
群馬県 桐生市 広沢小学校 20200323
群馬県 太田市 九合小学校 20200325
群馬県 富岡市 丹生保育園 20200326
埼玉県 さいたま市 見沼区 しらかば幼稚園 20200327
埼玉県 さいたま市 緑区 ふらっと保育園 20200325
埼玉県 さいたま市 岩槻区 認定こども園岩槻ひまわり幼稚園 20200326
埼玉県 さいたま市 岩槻区 徳力小学校 20200326
埼玉県 川越市 名細中学校 20200325
埼玉県 川越市 高階中学校 20200326
埼玉県 川越市 川越市中央公民館 20200327
埼玉県 所沢市 山口小学校 20200325
埼玉県 鴻巣市 赤見台第一小学校 20200327
埼玉県 草加市 松原小学校 20200325
埼玉県 三郷市 鷹野小学校 20200323
埼玉県 鶴ケ島市 鶴ケ島中学校 20200326
埼玉県 児玉郡 上里町 七本木小学校 20200324
千葉県 千葉市 稲毛区 千葉市立千葉高等学校 20200326
千葉県 千葉市 美浜区 高洲小学校 20200323
千葉県 市川市 行徳あけぼの保育園 20200327
千葉県 市川市 市川小学校 20200327
千葉県 野田市 北部小学校 20200323
千葉県 茂原市 二宮小学校 20200327
千葉県 柏市 県立柏特別支援学校 20200325
千葉県 勝浦市 勝浦小学校 20200323
千葉県 流山市 南流山中学校 20200323
千葉県 富津市 大貫中学校 20200326
千葉県 印西市 滝野小学校 20200323
千葉県 匝瑳市 匝瑳市立八日市場公民館 20200326
千葉県 いすみ市 東海小学校 20200323
東京都 千代田区 三輪田学園 20200327
東京都 江東区 大塚ろう学校城東分教室 20200326
東京都 江東区 有明小学校 20200323
東京都 目黒区 双葉の園保育園 20200324
東京都 渋谷区 福田会 20200325
東京都 杉並区 松渓中学校 20200325
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東京都 豊島区 若草保育園 20200325
東京都 練馬区 東京三育小学校 20200327
東京都 練馬区 下石神井小学校 20200323
東京都 葛飾区 熊野幼稚園 20200324
東京都 葛飾区 松上小学校 20200324
東京都 江戸川区 上一色南小学校 20200325
東京都 江戸川区 篠崎中学校 20200324
東京都 八王子市 由木中央小学校 20200324
東京都 八王子市 加住小中学校 20200326
東京都 八王子市 川口小学校 20200326
東京都 調布市 第二小学校 20200323
東京都 調布市 晃華学園中学・高等学校 20200325
東京都 町田市 山崎小学校 20200323
東京都 多摩市 東寺方小学校 20200323
神奈川県 横浜市 中区 横浜訓盲学院 20200325
神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 笹山小学校 20200327
神奈川県 横浜市 戸塚区 川上北小学校 20200324
神奈川県 横浜市 青葉区 田園江田幼稚園 20200323
神奈川県 川崎市 川崎区 向小学校 20200323
神奈川県 川崎市 多摩区 菅中学校 20200326
神奈川県 相模原市 緑区 広陵小学校 20200323
神奈川県 相模原市 中央区 ひよこ第2保育園 20200326
神奈川県 平塚市 勝原小学校 20200323
神奈川県 平塚市 八幡小学校 20200326
神奈川県 藤沢市 善行森の幼稚園 20200326
神奈川県 藤沢市 長後中学校 20200323
神奈川県 藤沢市 湘南台高等学校 20200323
神奈川県 小田原市 城北中学校 20200323
神奈川県 秦野市 秦野養護学校 20200323
神奈川県 足柄下郡 湯河原町 福浦幼稚園 20200324
新潟県 新潟市 西区 内野中学校 20200324
新潟県 新潟市 西蒲区 巻東中学校 20200323
新潟県 長岡市 南中学校 20200323
新潟県 長岡市 旭岡中学校 20200326
新潟県 燕市 吉田中学校 20200323
新潟県 上越市 稲田小学校 20200323
新潟県 上越市 直江津中学校 20200326
新潟県 阿賀野市 安野こども園 20200323
新潟県 中魚沼郡 津南町 津南中学校 20200326
富山県 富山市 池多保育所 20200323
富山県 富山市 はりはら保育園 20200327
富山県 富山市 おおしょう保育園 20200323
富山県 富山市 新庄小学校 20200323
富山県 富山市 神通碧小学校 20200325
富山県 富山市 老田小学校 20200325
富山県 高岡市 和田保育園 20200324
富山県 高岡市 芳野中学校 20200327
富山県 滑川市 西加積学園 20200323
富山県 黒部市 富山県立にいかわ総合支援学校 20200325
石川県 金沢市 青竜幼稚園 20200326
石川県 金沢市 内川小・中学校 20200323
石川県 小松市 松陽中学校 20200323
石川県 かほく市 木津幼稚園 20200323
石川県 白山市 とくの幼稚園 20200323
石川県 白山市 あさがお保育園 20200325
石川県 白山市 北陽小学校 20200324
石川県 野々市市 青竜第二幼稚園 20200325
石川県 河北郡 津幡町 つばた幼稚園 20200323
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福井県 福井市 宝永小学校 20200323
福井県 敦賀市 角鹿中学校 20200323
福井県 勝山市 荒土小学校 20200327
福井県 越前市 万葉中学校 20200325
山梨県 笛吹市 ハーモニー 20200327
長野県 松本市 鎌田小学校 20200323
長野県 松本市 梓川小学校 20200326
長野県 松本市 信明中学校 20200325
長野県 松本市 信明中学校 20200325
長野県 伊那市 伊那小学校 20200325
長野県 大町市 大町北小学校 20200326
長野県 大町市 大町北小学校 20200326
長野県 上伊那郡 南箕輪村 南箕輪小学校 20200326
長野県 下伊那郡 喬木村 飯田養護学校 20200326
長野県 下伊那郡 喬木村 飯田養護学校 20200323
岐阜県 岐阜市 日野小学校 20200323
岐阜県 恵那市 県立恵那特別支援学校 20200327
岐阜県 各務原市 ひよし幼稚園 20200325
岐阜県 不破郡 垂井町 垂井小学校 20200324
岐阜県 安八郡 輪之内町 輪之内中学校 20200327
静岡県 静岡市 葵区 西奈こども園 20200323
静岡県 静岡市 駿河区 長田西小学校 20200325
静岡県 静岡市 清水区 清水三保第一小学校 20200323
静岡県 静岡市 清水区 清水岡小学校 20200323
静岡県 浜松市 中区 船越小学校 20200326
静岡県 浜松市 西区 舞阪中学校 20200323
静岡県 熱海市 桃山小学校 20200324
静岡県 富士宮市 上野小学校 20200324
静岡県 富士市 吉原第一中学校 20200325
静岡県 富士市 富士中学校 20200325
静岡県 磐田市 富士見幼稚園 20200326
静岡県 磐田市 富士見幼稚園 20200326
愛知県 名古屋市 瑞穂区 愛知みずほ大学　瑞穂高等学校 20200326
愛知県 名古屋市 港区 港北幼稚園 20200326
愛知県 豊橋市 旭小学校 20200324
愛知県 豊橋市 岩崎学園 20200323
愛知県 豊橋市 松葉小学校 20200326
愛知県 豊橋市 多米小学校 20200323
愛知県 岡崎市 連尺小学校 20200325
愛知県 岡崎市 三島小学校 20200324
愛知県 岡崎市 六ッ美北部小学校 20200327
愛知県 岡崎市 岡崎小学校 20200324
愛知県 岡崎市 上地小学校 20200324
愛知県 岡崎市 城北中学校 20200327
愛知県 一宮市 木曽川東小学校 20200323
愛知県 春日井市 東春朝鮮初級学校 20200326
愛知県 豊川市 南部中学校 20200324
愛知県 津島市 蛭間小学校 20200324
愛知県 刈谷市 刈谷南中学校 20200327
愛知県 刈谷市 刈谷東中学校 20200325
愛知県 豊田市 朝日小学校 20200326
愛知県 豊田市 崇化館中学校 20200326
愛知県 稲沢市 稲沢中学校 20200325
愛知県 大府市 大府西中学校 20200323
愛知県 知立市 知立南中学校 20200326
愛知県 長久手市 長久手中学校 20200323
愛知県 知多郡 美浜町 奥田保育所 20200325
愛知県 知多郡 武豊町 衣浦小学校 20200326
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三重県 津市 みさと幼稚園 20200325
三重県 四日市市 保々小学校 20200324
三重県 四日市市 桜中学校 20200327
三重県 松阪市 三雲南幼稚園 20200325
三重県 松阪市 嬉野中学校 20200323
三重県 桑名市 在良小学校 20200325
三重県 名張市 つつじが丘小学校 20200323
三重県 亀山市 中部中学校 20200325
三重県 鳥羽市 あおぞら保育所 20200326
三重県 志摩市 磯部幼稚園 20200327
滋賀県 大津市 志賀小学校 20200325
滋賀県 大津市 唐崎小学校 20200325
滋賀県 長浜市 長浜小学校 20200327
滋賀県 甲賀市 信楽中学校 20200326
滋賀県 東近江市 五個荘あじさい幼児園 20200323
京都府 京都市 北区 待鳳小学校 20200326
京都府 京都市 上京区 上京保育所 20200326
京都府 京都市 上京区 新町小学校 20200325
京都府 京都市 上京区 二条城北小学校 20200323
京都府 京都市 左京区 ノートルダム学院小学校 20200327
京都府 京都市 左京区 ノートルダム学院小学校 20200323
京都府 京都市 左京区 修学院第二小学校 20200323
京都府 京都市 左京区 洛北中学校 20200327
京都府 京都市 右京区 京北第一小学校 20200323
京都府 京都市 右京区 京都朝鮮第二初級学校 20200327
京都府 京都市 右京区 花園小学校 20200323
京都府 京都市 山科区 安朱小学校 20200326
京都府 舞鶴市 志楽小学校 20200324
京都府 綾部市 綾部小学校 20200323
京都府 宮津市 府中小学校 20200323
京都府 木津川市 みかのはら幼稚園 20200327
大阪府 大阪市 都島区 認定こども園　桜宮児童センター 20200326
大阪府 大阪市 此花区 伝法幼稚園 20200326
大阪府 大阪市 西区 日吉小学校 20200324
大阪府 大阪市 大正区 三軒家東小学校 20200325
大阪府 大阪市 旭区 大宮西小学校 20200324
大阪府 大阪市 城東区 菫中学校 20200326
大阪府 大阪市 東住吉区 鷹合小学校 20200326
大阪府 大阪市 東住吉区 南百済小学校 20200327
大阪府 大阪市 鶴見区 茨田東小学校 20200326
大阪府 堺市 堺区 新湊小学校 20200323
大阪府 堺市 東区 日置荘西小学校 20200325
大阪府 堺市 南区 茶山台小学校 20200325
大阪府 堺市 南区 茶山台小学校 20200325
大阪府 豊中市 南丘小学校 20200323
大阪府 豊中市 野畑小学校 20200323
大阪府 豊中市 第十四中学校 20200325
大阪府 池田市 秦野小学校 20200327
大阪府 吹田市 豊津第二小学校 20200326
大阪府 吹田市 佐竹台小学校 20200323
大阪府 高槻市 郡家小学校 20200327
大阪府 貝塚市 東小学校 20200323
大阪府 守口市 第一中学校 20200325
大阪府 枚方市 中宮小学校 20200327
大阪府 枚方市 津田小学校 20200323
大阪府 松原市 天美南小学校 20200323
大阪府 大東市 住道南小学校 20200324
大阪府 大東市 四條畷学園小学校 20200323



　　　　　　　　【都道府県】　【市・郡】　　　　 【区町村】　 　　【参加団体】　　　　　　　　　　　　　　 　 【受付日】

大阪府 箕面市 瀬川保育園 20200323
大阪府 摂津市 認定こども園正雀愛育園 20200327
大阪府 東大阪市 花園北小学校 20200325
大阪府 東大阪市 枚岡西小学校 20200326
大阪府 交野市 倉治小学校 20200323
兵庫県 神戸市 灘区 灘小学校 20200323
兵庫県 神戸市 長田区 御蔵小学校 20200323
兵庫県 神戸市 垂水区 西脇小学校 20200323
兵庫県 神戸市 北区 泉台小学校 20200323
兵庫県 神戸市 西区 東町小学校 20200324
兵庫県 神戸市 西区 高津橋小学校 20200323
兵庫県 姫路市 県立姫路聴覚特別支援学校 20200324
兵庫県 姫路市 船場小学校 20200325
兵庫県 明石市 貴崎小学校 20200323
兵庫県 西宮市 つぼみ幼稚園 20200327
兵庫県 西宮市 山口中学校 20200326
兵庫県 豊岡市 豊岡南中学校 20200327
兵庫県 加古川市 日岡保育園 20200323
兵庫県 赤穂市 有年中学校 20200327
兵庫県 宝塚市 末成小学校 20200323
兵庫県 三木市 自由が丘小学校 20200323
兵庫県 三木市 三樹小学校 20200323
兵庫県 三田市 あかしあ台小学校 20200324
兵庫県 宍粟市 一宮北中学校 20200323
兵庫県 加古郡 稲美町 稲美北中学校 20200326
兵庫県 神崎郡 神河町 神河中学校 20200325
兵庫県 佐用郡 佐用町 上月中学校 20200323
奈良県 奈良市 神功小学校 20200326
奈良県 大和郡山市 池之内保育園 20200326
奈良県 天理市 福住中学校 20200325
奈良県 桜井市 初瀬小学校 20200326
奈良県 五條市 五條小学校 20200327
奈良県 高市郡 明日香村 明日香小学校 20200323
和歌山県 和歌山市 さつきこども園 20200327
和歌山県 和歌山市 今福小学校 20200325
和歌山県 紀の川市 中貴志小学校 20200325
和歌山県 岩出市 山崎北こども園 20200326
和歌山県 日高郡 みなべ町 清川小学校 20200323
鳥取県 米子市 尚徳小学校 20200324
島根県 松江市 川津幼稚園 20200323
島根県 松江市 第四中学校 20200325
島根県 出雲市 浜山中学校 20200323
島根県 大田市 大田西中学校 20200323
島根県 邑智郡 邑南町 石見東小学校 20200326
島根県 邑智郡 邑南町 石見養護学校 20200327
岡山県 岡山市 北区 つしま幼稚園 20200326
岡山県 岡山市 北区 福渡小学校 20200323
岡山県 岡山市 北区 五城小学校 20200325
岡山県 岡山市 北区 朝日塾中等教育学校 20200325
岡山県 岡山市 中区 三友保育園 20200323
岡山県 岡山市 東区 開成小学校 20200327
岡山県 岡山市 東区 西大寺小学校 20200323
岡山県 岡山市 東区 芥子山小学校 20200323
岡山県 岡山市 南区 芳明小学校 20200326
岡山県 倉敷市 連島東幼稚園 20200326
岡山県 倉敷市 富田幼稚園 20200323
岡山県 倉敷市 第五福田小学校 20200327
岡山県 津山市 二宮保育園 20200327



　　　　　　　　【都道府県】　【市・郡】　　　　 【区町村】　 　　【参加団体】　　　　　　　　　　　　　　 　 【受付日】

岡山県 総社市 総社西中学校 20200324
岡山県 総社市 総社東中学校 20200326
岡山県 瀬戸内市 福田保育園 20200325
岡山県 瀬戸内市 美和小学校 20200326
岡山県 真庭市 木山小学校 20200326
広島県 広島市 西区 せいふう認定こども園 20200326
広島県 広島市 西区 ひかり保育園 20200327
広島県 広島市 安佐北区 亀崎中学校 20200323
広島県 呉市 阿賀中央幼稚園 20200326
広島県 呉市 両城小学校 20200325
広島県 三原市 三原市立南小学校 20200323
広島県 三原市 沼田西小学校 20200323
広島県 三次市 布野中学校 20200327
広島県 東広島市 高屋西小学校 20200325
広島県 廿日市市 平良小学校 20200323
広島県 安芸高田市 吉田小学校 20200326
広島県 江田島市 江田島小学校 20200323
山口県 下関市 室津小学校 20200327
山口県 下関市 豊東小学校 20200327
山口県 宇部市 船木小学校 20200326
山口県 宇部市 藤山中学校 20200327
山口県 山口市 山口県立山口総合支援学校 20200326
山口県 防府市 松崎幼稚園 20200323
山口県 防府市 華浦小学校 20200327
山口県 防府市 玉祖小学校 20200323
山口県 下松市 末武中学校 20200326
山口県 美祢市 於福小学校 20200326
山口県 周南市 櫛浜小学校 20200325
山口県 山陽小野田市 須恵小学校 20200323
徳島県 徳島市 国府小学校 20200326
徳島県 鳴門市 第一幼稚園 20200323
徳島県 海部郡 美波町 日和佐小学校 20200325
香川県 高松市 マリア幼稚園 20200323
香川県 高松市 仏生山小学校 20200323
香川県 高松市 川島小学校 20200324
香川県 高松市 川島小学校 20200324
香川県 丸亀市 城坤コミュニティセンター 20200324

香川県 坂出市
香川大学教育学部附属
特別支援学校

20200326

香川県 坂出市
香川大学教育学部附属
特別支援学校

20200326

香川県 さぬき市 長尾幼稚園 20200323
香川県 小豆郡 小豆島町 星城小学校 20200327
香川県 木田郡 三木町 氷上幼稚園 20200327
香川県 綾歌郡 綾川町 滝宮小学校 20200326
香川県 仲多度郡 多度津町 多度津小学校 20200323
香川県 仲多度郡 まんのう町 長炭小学校 20200325
愛媛県 松山市 潮見小学校 20200325
愛媛県 松山市 勝山中学校 20200323
愛媛県 宇和島市 高光小学校 20200326
愛媛県 新居浜市 王子幼稚園 20200323
愛媛県 西条市 たから幼稚園 20200326
高知県 高知市 高知小学校 20200326
高知県 室戸市 室戸小学校 20200323
福岡県 北九州市 八幡東区 祝町小学校 20200324
福岡県 福岡市 博多区 博多小学校 20200325
福岡県 福岡市 南区 長丘幼稚園 20200323
福岡県 福岡市 城南区 筑風学園　かなやま幼稚園 20200325



　　　　　　　　【都道府県】　【市・郡】　　　　 【区町村】　 　　【参加団体】　　　　　　　　　　　　　　 　 【受付日】

福岡県 福岡市 早良区 田村小学校 20200325
福岡県 久留米市 合川幼稚園 20200323
福岡県 久留米市 田主丸中学校 20200326
福岡県 田川市 大薮小学校 20200325
福岡県 柳川市 柳城中学校 20200323
福岡県 行橋市 泉小学校 20200323
福岡県 中間市 中間保育園 20200324
福岡県 京都郡 苅田町 与原小学校 20200326
福岡県 築上郡 築上町 築城小学校 20200327
福岡県 築上郡 築上町 福岡県立築城特別支援学校 20200327
佐賀県 佐賀市 日新小学校 20200323
佐賀県 唐津市 小川小中学校 20200323
佐賀県 唐津市 成和小学校 20200324
長崎県 長崎市 仁田佐古小学校 20200323
長崎県 長崎市 村松小学校 20200326
長崎県 佐世保市 春日幼児園 20200323
長崎県 佐世保市 赤崎青い実幼児園 20200327
長崎県 佐世保市 江迎小学校 20200327
長崎県 佐世保市 赤崎小学校 20200326
長崎県 佐世保市 崎辺中学校 20200324
長崎県 諌早市 高来西小学校 20200323
長崎県 諌早市 本野小学校 20200327
長崎県 諌早市 上諌早小学校 20200323
長崎県 諌早市 小長井小学校 20200326
長崎県 大村市 富の原小学校 20200323
長崎県 対馬市 金田小学校 20200326
長崎県 対馬市 鶏鳴小学校 20200327
長崎県 五島市 福江小学校 20200325
長崎県 南島原市 野田小学校 20200326
長崎県 西彼杵郡 時津町 時津小学校 20200324
熊本県 熊本市 南区 隈庄小学校 20200326
熊本県 熊本市 北区 吉松小学校 20200324
熊本県 宇城市 熊本県立松橋支援学校 20200327
熊本県 菊池郡 大津町 護川小学校 20200325
熊本県 上益城郡 益城町 広安西小学校 20200323
熊本県 球磨郡 多良木町 黒肥地小学校 20200323
熊本県 天草郡 苓北町 富岡小学校 20200326
大分県 大分市 下郡小学校 20200326
大分県 大分市 大在西小学校 20200327
大分県 大分市 八幡小学校 20200325
大分県 大分市 小佐井小学校 20200326
大分県 別府市 境川小学校 20200325
大分県 豊後高田市 高田小学校 20200323
大分県 豊後高田市 高田小学校 20200327
宮崎県 宮崎市 国富小学校 20200327
宮崎県 宮崎市 大淀小学校 20200325
宮崎県 宮崎市 南九州短期大学 20200323
宮崎県 延岡市 南方小学校 20200325
宮崎県 日南市 桜ケ丘小学校 20200326
宮崎県 串間市 本城小学校 20200326
宮崎県 串間市 福島小学校 20200323
宮崎県 児湯郡 川南町 通山小学校 20200323
宮崎県 児湯郡 都農町 都農南小学校 20200327
鹿児島県 鹿児島市 川上幼稚園 20200324
鹿児島県 鹿児島市 桜丘西小学校 20200323
鹿児島県 鹿児島市 武岡台養護学校 20200323
鹿児島県 指宿市 丹波小学校 20200324
鹿児島県 薩摩川内市 可愛小学校 20200323



　　　　　　　　【都道府県】　【市・郡】　　　　 【区町村】　 　　【参加団体】　　　　　　　　　　　　　　 　 【受付日】

鹿児島県 姶良市 重富中学校 20200327
鹿児島県 姶良市 帖佐中学校 20200323
沖縄県 那覇市 城西小学校 20200323
沖縄県 那覇市 城東小学校 20200323
沖縄県 中頭郡 読谷村 読谷村立図書館 20200323


